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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 4,219 △3.2 60 △49.5 61 △46.3 12 △88.8

21年3月期第1四半期 4,357 ― 119 ― 115 ― 110 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 0.59 ―

21年3月期第1四半期 5.27 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第1四半期 12,387 2,299 18.6 109.63
21年3月期 12,479 2,252 18.1 107.38

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,299百万円 21年3月期  2,252百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間 8,900 0.0 150 △35.0 130 △39.2 80 △54.3 3.81

通期 18,000 1.0 300 9.0 250 5.5 150 25.8 7.15
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注） 詳細は、4ページ 【定性的情報・財務諸表等】 4．その他 をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
は、3ページ 【定性的情報・財務諸表等】 3．連結業績予想に関する定性的情報 をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 21,039,480株 21年3月期  21,039,480株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  65,313株 21年3月期  61,678株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 20,975,163株 21年3月期第1四半期 20,985,824株
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当第１四半期におけるわが国の経済は、世界的な金融危機と景気後退を背景に企業業績や雇用情勢、所

得環境が悪化し、先行きの不透明感から個人消費が低迷する厳しい状況で推移いたしました。また北海道
では、依然として全国平均を下回る雇用や所得水準が続きました。当業界におきましては、一昨年来より
上昇していた主要原材料価格は値下がりしつつあるものの、消費者の生活防衛や節約志向の高まりから低
価格品へのシフトが顕著となり厳しい環境にありました。 
このような経営環境のもと当社グループは、第２次中期経営計画の基本方針である「市場適合」と「変

革」に基づく施策を実践していくことで安定的な収益確保を目指しております。 
商品政策といたしましては、主要原材料の値下がりに対する消費者還元策として主力の食パン「絹艶」

など一部製品の価格改定を行うとともに、消費者にとって価値ある商品開発と安定した品質への改善を推
し進め、販売数量の確保に努めました。また、北海道産小麦を100％使用した「むぎたま」をはじめ、道
産原料の使用を強く意識した新製品の投入や、季節感あふれる製品を発売してまいりました。収益性向上
の取り組みといたしましては、生産工程上のさまざまなロスを低減する活動を推進するとともに各部門に
おける業務改善活動を深化させ、なお一層の効率化や生産性の改善に努めてまいりました。また、AIBフ
ードセーフティに基づく食品安全管理システムへの取り組み強化に加え、さる４月にはISO 9001の品質マ
ネジメントシステムの認証を取得して品質保証体制の確立を図ってまいりました。 
しかしながら、可処分所得の減少に起因する購入価格帯の低下、及び競争激化による販売価格の下落が

当初見込み以上に厳しいものとなった結果、当第１四半期の連結業績につきましては、売上高4,219百万
円(前年同期比3.2％減)、経常利益61百万円(同46.3％減)、四半期純利益は12百万円(同88.8％減)となり
ました。 

  

  
①資産、負債及び純資産の状況 
連結貸借対照表の内容について、一部季節的要因による変動はありますが、前連結会計年度末との比較

で重要な変動はありません。 
  

②キャッシュ・フローの状況 
当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物は、1,344百万円(前連結会計年

度末1,302百万円)となりました。 
  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 
営業活動によるキャッシュ・フローは、204百万円の増加に止まりました。主に計画に沿った営業利益

を確保できなかったことによるものであります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 
投資活動によるキャッシュ・フローは、176百万円の減少となりました。主に設備投資による支出であ

ります。 
  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 
財務活動によるキャッシュ・フローは、13百万円の増加となりました。季節資金として短期借入金を借

入したこと及び約定に基づく長期借入金の返済を行ったことによるものであります。 
  

  

  
企業業績の不振や先行きに対する不安から、個人消費については生活防衛や節約志向が一層高まり低迷

が予想される中、当業界におきましても諸原材料価格の見通しが不透明であることや流通業界の再編、消
費者ニーズの多様化に伴い販売競争がさらに激化するなど、厳しい経営環境が続くと予想されます。引続
きお客様に支持される価値ある商品とサービスの提供、業務の効率化、品質保証体制の充実強化を図って
まいります。 
平成22年３月期の予想数値につきましては、平成21年５月15日に「平成21年３月期決算短信」にて公表

いたしました業績予想に変更はありません。 

  

  
  
  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  
  

  
一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 
  

棚卸資産の評価方法 
棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額等を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 
  

固定資産の減価償却の算定方法 
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。 
  
  

  
該当事項はありません。 

  
  

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,344,152 1,302,711

受取手形及び売掛金 1,743,303 1,959,897

商品及び製品 146,999 36,674

販売用不動産 158,967 159,140

仕掛品 36,331 25,500

原材料及び貯蔵品 156,762 159,049

繰延税金資産 110,420 135,116

その他 71,847 78,102

貸倒引当金 △2,681 △3,021

流動資産合計 3,766,105 3,853,172

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,601,951 1,608,649

機械装置及び運搬具（純額） 1,506,661 1,556,377

土地 4,737,683 4,737,683

その他（純額） 94,363 92,733

有形固定資産合計 7,940,659 7,995,444

無形固定資産   

その他 61,446 51,832

無形固定資産合計 61,446 51,832

投資その他の資産   

投資有価証券 470,522 425,386

長期貸付金 4,475 4,655

繰延税金資産 79,119 87,464

その他 131,673 125,963

貸倒引当金 △66,127 △63,980

投資その他の資産合計 619,662 579,489

固定資産合計 8,621,768 8,626,766

資産合計 12,387,873 12,479,938
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,226,644 2,257,618

短期借入金 1,850,000 1,650,000

1年内返済予定の長期借入金 759,850 790,550

未払法人税等 7,575 22,321

賞与引当金 87,606 163,201

その他 860,182 889,308

流動負債合計 5,791,858 5,772,999

固定負債   

長期借入金 1,136,450 1,291,850

再評価に係る繰延税金負債 1,609,231 1,609,231

退職給付引当金 1,521,365 1,524,719

役員退職慰労引当金 28,018 26,950

その他 1,545 1,545

固定負債合計 4,296,609 4,454,296

負債合計 10,088,468 10,227,295

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,051,974 1,051,974

利益剰余金 △1,133,304 △1,145,729

自己株式 △7,696 △7,377

株主資本合計 △89,027 △101,132

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 42,615 7,958

土地再評価差額金 2,345,816 2,345,816

評価・換算差額等合計 2,388,431 2,353,774

純資産合計 2,299,404 2,252,642

負債純資産合計 12,387,873 12,479,938
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 4,357,219 4,219,227

売上原価 3,334,448 3,215,193

売上総利益 1,022,771 1,004,033

販売費及び一般管理費   

販売費 744,716 778,153

一般管理費 158,288 165,456

販売費及び一般管理費合計 903,005 943,610

営業利益 119,766 60,423

営業外収益   

受取利息 50 14

受取配当金 6,783 4,926

受取分配金 － 9,199

その他 8,126 4,610

営業外収益合計 14,960 18,751

営業外費用   

支払利息 19,532 17,267

その他 2 4

営業外費用合計 19,535 17,271

経常利益 115,191 61,903

特別利益   

固定資産売却益 245 154

特別利益合計 245 154

特別損失   

固定資産売却損 222 157

固定資産除却損 8,780 21,679

特別損失合計 9,003 21,837

税金等調整前四半期純利益 106,433 40,220

法人税、住民税及び事業税 3,725 3,706

法人税等調整額 △7,978 24,090

法人税等合計 △4,253 27,796

四半期純利益 110,686 12,424
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 106,433 40,220

減価償却費 112,250 117,926

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,008 1,807

賞与引当金の増減額（△は減少） △103,186 △75,595

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,627 △3,354

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 928 1,068

固定資産売却損益（△は益） △22 2

固定資産除却損 8,780 8,253

受取利息及び受取配当金 △6,833 △4,941

支払利息 19,532 17,267

売上債権の増減額（△は増加） 215,129 216,593

たな卸資産の増減額（△は増加） △153,689 △118,697

仕入債務の増減額（△は減少） 136,706 △30,974

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,252 20,707

その他 38,304 39,031

小計 349,462 229,317

利息及び配当金の受取額 6,833 4,941

利息の支払額 △13,886 △16,867

法人税等の支払額 △13,232 △13,296

営業活動によるキャッシュ・フロー 329,177 204,094

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △199,026 △175,611

固定資産の売却による収入 1,699 724

投資有価証券の取得による支出 △2,777 △1,527

貸付けによる支出 △2,574 －

貸付金の回収による収入 2,132 180

投資活動によるキャッシュ・フロー △200,545 △176,234

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － 200,000

長期借入金の返済による支出 △199,350 △186,100

自己株式の取得による支出 △196 △319

財務活動によるキャッシュ・フロー △199,546 13,580

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △70,915 41,440

現金及び現金同等物の期首残高 1,655,902 1,302,711

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,584,987 1,344,152
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該当事項はありません。 

  
  

  

該当事項はありません。 

  
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(四半期連結損益計算書関係注記) 
  

当第１四半期連結累計期間 

固定資産除却損には撤去・解体費用が含まれております。 

  

  

6. その他の情報
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